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　令和２年の新春を迎えるにあたり謹んでご挨拶を申し上げます。旧年中は、本市行政ならびに神戸港の振興・発展に
対しまして、ご指導・ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。

　神戸のまちには港を通じて国内外から多くの人・物・情報が集まり、開放的で自由な気風・風土からなるくらしの文化
や、営 と々受け継がれてきた高いものづくりの技術などが根付き、神戸の資源や魅力となっています。今後、神戸の港湾
エリアにおいて神戸経済の賑わいづくりをけん引する様々な施策を展開していきます。
　市民や事業者の皆様にとって、より一層、魅力と活力に満ちあふれる港になるため、また、次世代の神戸のまちを支え
る港となるため、令和の新時代においても、更なる神戸港の活性化に向け全力で取り組んでまいります。

　まず、ウォーターフロントエリアの活性化と賑わいづくりに向けた取り組みを加速化します。昨年10月より展示改修を
行っている神戸海洋博物館は、本年２月のリニューアルオープンを予定しています。また、隣接する神戸ポートタワーや
周辺施設などのリニューアル・再整備に取り組むほか、新港突堤西地区の再開発を進めます。第一突堤基部の複合再
開発では、昨年５月より現地工事に着手し、本年中には業務・商業棟と駐車場棟が完成予定であり、その後も、文化施
設棟など他の施設も順次操業する予定です。

　神戸港の物流については、国の国際コンテナ戦略港湾施策に基づき、国や阪神国際港湾株式会社、また神戸港の民
間企業の方 と々ともに、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱を軸に、神戸港の港勢拡大に向け、全力で取り組みを
進めているところです。
　また、大阪湾岸道路西伸部についても、海上に架けられる長大橋の形式として、世界最大級の連続斜張橋が選定さ
れるなど事業の促進が図られているところです。
　昨今、米中貿易や中国経済の影響などにより、神戸港を取り巻く環境は非常に厳しいものとなっておりますが、今後
も神戸港が西日本経済を支える港であり続けるよう、これまで以上に西日本諸港からの集貨や航路の誘致などのポート
セールスを行い、神戸港の港勢拡大に全力で取り組んでまいります。

　一方、クルーズ客船については、昨年の入港隻数が130隻を超え、今年も日本籍客船による神戸発着クルーズをはじめ、
外国籍客船が日本発着クルーズなどで神戸港に多数入港する予定です。特に今年は、欧米のラグジュアリー船の中でも
有名なクイーンエリザベスの入港や、多くのアジアからの大型客船の入港が予定されており、乗船客や乗組員へのおもてな
しの充実やターミナルの利便性向上に努め、日本を代表するクルーズポートとして、更なる客船の誘致を進めてまいります。
　さらに、海上空港である神戸空港につきましても、関西3空港懇談会において、発着枠や運用時間の緩和が合意さ
れ、既に一部路線の増便や新規就航が実現しました。

　今後も皆様方のお力添えもお借りしながら、官民一体となり、神戸経済をけん引する神戸港湾エリアにおいて、着実
かつスピーディーに歩みを進めてまいりますので、引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸、また本年が素晴らしい１年となりますことを心から祈念いたしまして、私
の年頭のご挨拶とさせていただきます。

「新年を迎えて」
神戸市長

久元 喜造
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　旧年中は、一般財団法人神戸観光局 港湾振興部の諸事業に対し、皆様から温かいご支援、ご指導を賜りましたこと

に厚く御礼申し上げます。

　(旧)一般社団法人神戸港振興協会は、長年培ってきた港のネットワークと観光ネットワークを連携させ、神戸港のさ

らなる振興を図っていくため、昨年４月１日に一般財団法人神戸観光局と法人合併しました。

　合併後も、「一般財団法人神戸観光局　港湾振興部」として、関係官庁、関係業界等のご協力を得て、神戸港のポー

トセールス活動や港でのイベントの実施、海事思想の普及等による神戸港の振興事業を継続実施しています。また、昨

年４月には、神戸港の振興事業に賛同・支援していただく任意の会員制度「神戸港振興倶楽部」を発足し、345社の企

業・団体に加入していただきました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。

　さて、神戸市では平成29年７月に概ね30年先を見据えた「神戸港将来構想」が策定されました。

　今後も神戸港が持続的に成長し、世界の中で輝き続けるためには、戦略的な取り組みの継続が不可欠です。

　例えば、「国際コンテナ戦略港湾の推進」として、コンテナ貨物取扱量の港勢拡大に向けて官民一体で取り組まれて

いるほか、「客船誘致の強化」として、更なるクルーズ客船の誘致に取り組まれています。また、「ウォーターフロント地

区の魅力向上」として、神戸ポートタワーのリニューアルと中突堤中央ビル(南館)再整備の検討や、新港突堤西地区の第

２突堤及び周辺における再開発の事業化等が進められています。

　神戸市におけるこのような情況を踏まえ、当法人港湾振興部では、引き続き、船社、荷主企業等へのポートセールスを

進めるほか、多くの方に海の魅力・役割等を伝えるとともに、親しみやすいみなとづくりに向け、みなとこうべ海上花火

大会などの多様なイベント事業に取り組んでまいります。また、神戸ポートターミナル・須磨ヨットハーバーの管理運営な

どの事業も多角的に展開してまいります。

　更に、昨今のクルーズ人気の高まりを受け、神戸港には昨年134隻の客船等が入港しました。今後も多くの客船の入

港が予定されていることから、客船で入国する外国人旅行者の大幅な増加も想定されます。当港湾振興部としては、こ

れまでの客船ターミナル運営の経験を活かし、船で神戸を訪れる皆様に心から喜んでいただけるような歓送迎やおもて

なしを行ってまいりたいと考えています。

　最後になりましたが、今後とも神戸港の振興・発展の一翼を担ってまいりたいと存じますので、関係各界の倍旧のご

支援とご指導を賜りますようお願い申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

「新年を迎えて」
一般財団法人 神戸観光局
会  長   尾 山　基
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冬の
ミナト神戸

2020

☀１〜３月のイベント情報
時　期 イベント名 概　　　要 場　所 お問い合わせ

12月26日(木)
～1月15日(水)

特大門松、大凧の正月飾り
設置

毎年恒例の正月飾りを設置します。
※神戸海洋博物館正面玄関前へ特大門松・大
凧1ケ、神戸ポートタワー南入口へ特大門松・
大凧2ケ設置

神戸海洋博物館
神戸ポートタワー

神戸観光局港湾振興部
☎ 078-327-8983

12月31日(火)
神戸ポートタワー

「年末年始特別点灯」

12/31夜から1/1朝まで照明を継続して点灯
します。※営業時間は午後5時まで
※12/31～1/3神戸ポートタワー塔頂に「日の
丸国旗」掲揚

神戸ポートタワー
神戸ポートタワー
☎ 078-391-6751

1月1日（水・祝）
神戸ポートタワー

「初日の出展望」

地上90mの展望階から初日の出が望めます。
また、有料入場者先着100名様にタワーグッズ
等の記念品をプレゼント。※営業時間は午前6
時30分開場、午後5時までの営業

神戸ポートタワー
神戸ポートタワー
☎ 078-391-6751

1月5日(日) 
10：00～11：30 神戸市消防出初式 式典、神戸市消防音楽隊の演奏、市民による放

水訓練、消防団ポンプ操作披露、総合訓練など。 メリケンパーク
神戸市消防局総務課
☎ 078-322-5738

1月上旬 
9：00～9：40

メリケンパークの清掃活動
(原則毎月1回：午前)

メリケンパーク・公園内清掃をボランティア活
動として取り組んでいます。
※以降2/3(月)、3/2(月)に実施予定

メリケンパーク
メリケンパーク協議会
事務局
☎ 078-327-8984

1月6日(月) 
練習帆船「日本丸」
遠洋航海出航式

神戸港からシンガポールに向けて、遠洋航海に
出航します。出航時には、登舷礼を披露予定。

新港第1突堤
西側岸壁

独立行政法人
海技教育機構
☎ 045-211-7303

1月7日(火) 
10：00～11：30 兵庫県警年頭視閲式

パトカーや白バイ、特殊車両の行進、音楽隊の
演技や白バイのテクニカル走行、パトカーや白
バイの記念撮影コーナーなど見ごたえ十分な
イベントです。

メリケンパーク
兵庫県警察本部
県民広報課
☎ 078-341-7441

1月18日(土)
10：30～15：30 神戸・みなと体験

小学4年生～中学2年生を対象に、高速船・神
戸―関空ベイ・シャトル「かぜ」で神戸港を見学。

（募集は終了しました）

中突堤中央ターミナル
（かもめりあ周辺）

神戸市港湾局振興課
☎ 078-595-6283

1月24日(金)
～26日(日) 南京町春節祭(第32回)

旧暦で節句を祝う中国では、旧暦のお正月を
「春節」として盛大に祝います。期間中、中国
の伝統演舞「龍舞」「獅子舞」「変瞼」などの
ステージイベントに加え、期間限定「迎春餐&
福袋」で各店舗自慢の料理が楽しめます。
※プレベントは1月19日(日)開催
※1/17～1/26神戸ポートタワー塔頂に「南
京町春節祭の旗」掲揚

南京町商店街
南京町商店街振興組合
☎ 078-332-2896

2月3日（月）
神戸ポートタワー

「みなとの豆まき」

神戸ポートタワー南広場において、神戸市立
みなと保育所園児が、鬼に扮した「キャプテン
タワー君」相手に豆まきを開催。

神戸ポートタワー
神戸ポートタワー
☎ 078-391-6751

2月9日（日）
～14日（金）

神戸ポートタワー
「バレンタインデー」

14日は有料入場者先着200名様にチョコレ
ートをプレゼント。※2/10～2/14神戸ポー
トタワー塔頂に「バレンタイン旗」掲揚

神戸ポートタワー
神戸ポートタワー
☎ 078-391-6751

2月11日(火・祝)
～24日(月・祝)

カワサキワールド
モーターサイクルフェア

川崎重工業(株)の技術を結集して生まれるカワ
サキのバイクを紹介。子どもから大人までお楽
しみいただけます。

神戸海洋博物館
ホール他

神戸観光局港湾振興部
☎ 078-327-8983

2月21日(金)
ルミナス神戸２
市民クルーズ＆海洋教室

日本最大級のレストランシップ「ルミナス神戸
2」の市民クルーズと海洋教室を開催。

（要事前申込、2月募集開始予定）
神戸港

神戸観光局港湾振興部
☎ 078-327-8982
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「S
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ

PECTRUM OF THE SEAS」（169,379総トン）
2月15日から計3回入港

「W
ワールド・オデッセイ

ORLD ODYSSEY」（22,496総トン）
1月24日に入港

「D
ダイヤモンド・プリンセス

IAMOND PRINCESS」（115,906総トン）
2月6日から計5回入港

「C
コスタ・デリチョーザ

OSTA DELIZIOSA」（92,720総トン）
3月18日に初入港

　この冬も神戸港には、国内外のクルーズ客
船がやってきます。中でも3月18日にコスタク
ルーズが運航する「COSTA DELIZIOSA」
が初入港を予定しています。スケジュールを
チェックして客船に会いに行ってみませんか。

2020年 冬 1月〜3月

ⓒコスタクルーズ

初入港
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「W
ウエステルダム

ESTERDAM」（82,862総トン）
3月30日に入港

「にっぽん丸」（22,472総トン）
1月8日から計2回入港

「C
カレドニアン・スカイ

ALEDONIAN SKY」（4,200総トン）
3月27日に入港

「飛鳥Ⅱ」（50,142総トン）
3月24日から計2回入港

「ぱしふぃっくびいなす」（26,594総トン）
1月5日から計9回入港

「O
オーシャン・ドリーム

CEAN DREAM」（35,265総トン）
2月16日から計2回入港



☀神戸港に入港予定のクルーズ客船（１月〜３月）
船　　名 船　籍 総トン数 バース 入港日 入港時間 出港日 出港時間

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 1月5日(日) 9：00 1月5日(日) 11：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月8日(水) 15：00 1月8日(水) 19：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 1月10日(金) 16：00 1月11日(土) 16：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月11日(土) 9：00 1月11日(土) 11：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 1月13日(月) 14：00 1月13日(月) 19：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 1月17日(金) 14：00 1月17日(金) 17：00

WORLD ODYSSEY バハマ 22,400 4Q1 1月24日（金） 8：00 1月28日（火） 20：00

DIAMOND PRINCESS イギリス 115,906 4Q1/Q2 2月6日（木） 8：00 2月6日（木） 18：00

DIAMOND PRINCESS イギリス 115,906 4Q1/Q2 2月14日（金） 8：00 2月14日（金） 18：00

SPECTRUM OF THE SEAS バハマ 169,379 4Q1/Q2 2月15日（土） 13：30 2月16日（日） 5：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 2月16日（日） 9：00 2月16日（日） 12：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 2月16日（日） 14：00 2月16日（日） 未定

DIAMOND PRINCESS イギリス 115,906 4Q1/Q2 2月22日（土） 8：00 2月22日（土） 18：00

DIAMOND PRINCESS イギリス 115,906 4Q1/Q2 3月1日（日） 8：00 3月1日（日） 18：00

SPECTRUM OF THE SEAS バハマ 169,379 4Q1/Q2 3月7日（土） 13：00 3月8日（日） 5：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 3月8日（日） 7：00 3月8日（日） 19：00

DIAMOND PRINCESS イギリス 115,906 4Q1/Q2 3月9日（月） 8：00 3月9日（月） 18：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月9日（月） 13：00 3月9日（月） 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月14日（土） 15：00 3月14日（土） 23：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月18日（水） 7：00 3月18日（水） 10：00

COSTA　DELIZIOSA イタリア 92,720 4Q1/Q2 3月18日（水） 7：00 3月18日（水） 20：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月22日(日) 17：30 3月23日(月) 11：00

SPECTRUM OF THE SEAS バハマ 169,379 4Q1/Q2 3月23日(月) 13：30 3月24日(火) 4：30

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月24日(火) 9：00 3月24日(火) 17：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月26日(木) 9：00 3月26日(木) 17：00

CALEDONIAN SKY バハマ 4,200 NAKA-BC 3月27日(金) 22：00 3月28日(土) 23：00

WESTERDAM オランダ 82,862 4Q1/Q2 3月30日(月) 8：00 3月31日(火) 17：00

  注１  4Q1、4Q2：神戸ポートターミナル　NAKA-BC：中突堤旅客ターミナル

  注２  スケジュール・バース等は変更・追加されることがありますのでご注意ください。
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「CELEBRITY MILLENNIUM」入港

　11月5日から11月25日にかけて計3
回セレブリティクルーズが運航する客船
「CELEBRITY MILLENNIUM」（90,963
総トン）が日本を中心としたアジアを周遊す
るクルーズの途中で神戸に入港しました。
　各入港時には、地元のJAZZ演奏団体に
よる歓迎演奏で出迎えました。
　また、計3回の入港時の夜には、船内で
歓迎アトラクションとして「木村優一と大地
の会」の和太鼓演奏が披露されました。
　欧米系の乗船客を中心に毎回約2,000
名が神戸を訪れました。

10月～12月

「SPECTRUM OF THE SEAS」入港

　10月4日から11月27日にかけて計3回ロイヤルカリビアンクルー
ズが運航する客船「SPECTRUM OF THE SEAS」（169,379総
トン）が上海発着の大阪・神戸・横浜を巡る7泊8日クルーズの途中
で入港しました。
　各入港時には中国系を中心とした乗船客約5,000名が神戸を訪
れました。
　10月4日及び11月27日の出港時には、神戸市消防音楽隊による
歓送演奏でお見送りしました。
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☀練習船入港予定（1月〜3月）
船　 名 所 属 等 総トン数 入　港 出　港 バース

日 本 丸 海技教育機構 2,570 12月18日(水) 10：00 1月6日(月) 14：00 新港第1突堤A

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 12月10日(火) 10：00 1月8日(水) 14：00 新港第1突堤C

青 雲 丸 海技教育機構 5,890 2月8日(土) 10：00 2月12日(水) 10：00 新港第1突堤EF

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 2月8日(土) 10：00 2月13日(木) 14：00 新港第1突堤EF

大 成 丸 海技教育機構 3,990 2月17日(月) 10：00 2月22日(土) 14：00 新港第1突堤C

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 2月28日(金) 10：00 3月4日(水) 14：00 新港第1突堤EF

海 王 丸 海技教育機構 2,556 2月29日(土) 10：00 3月5日(木) 14：00 新港第1突堤C

大 成 丸 海技教育機構 3,990 3月7日(土) 10：00 3月10日(火) 未定 新港第1突堤C

青 雲 丸 海技教育機構 5,890 3月7日(土) 10：00 3月11日(水) 未定 新港第1突堤EF

※スケジュール、バース（停泊場所）等は、変更されることがあります。

入港月日 船　　　名 船　籍 総トン数 船　種 航　路 運航者（船社） 代理店

12月6日(金) HUA HANG HAN YA 1 中国 7,635 コンテナ船 日中航路
WUHAN NEW PORT 

DATONG INTERNATIONAL 
SHIPPING CO.,LTD

㈱日新

12月9日(月) 早 令 丸 日本 198 タグボート 神戸港内 早駒運輸㈱ —

神戸―武漢を直航

HUA	HANG
HAN	YA	1
の初入港を歓迎
PC-14バースにて

神戸港最大級
のタグボート

早 令 丸
の初入港を歓迎

中突堤ENDバースにて
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神 戸海洋博物館

　神戸海洋博物館は、1987年（昭和62）の開館以来、「海
から神戸が始まり、未来に船出する」をテーマに展示してま
いりましたが、新たに「神戸とみなとのあゆみ」をテーマに港
の発展と神戸港の関わりを伝え、未来の海事人材の育成に
寄与する施設として、神戸市により展示のリニューアルが行わ
れています。
　この度の展示改修工事は運営しながらの工事で、館内に併
設しているカワサキワールドは通常通りご覧いただくことが
できます。

  工事期間  

令和元年10月1日から令和2年1月31日まで（予定）

  主な改修区域  

⃝１階エントランスホール
⃝１階展示室（現：「現代から未来の神戸港」）
⃝２階展示室（現：「歴史から見た神戸港」）
⃝トイレ（1階2箇所、2階1箇所）

▪神戸海洋博物館展示改修工事中

　このたび神戸市に練習帆船「日本丸」（2代目）の錨が寄
贈されることになり、神戸海洋博物館の新たな屋外展示物と
してお目見えすることになりました。
　練習帆船「日本丸」は、独立行政法人海技教育機構所属
の練習帆船で、1984年に初代「日本丸」の代替船として建
造されました。4本マストのバーク型で世界でも有数の大型
帆船です。帆の枚数は全部で36枚（横帆18枚、縦帆18枚）、

メインマストの高さは43.5 m（船楼甲板からの高さ）に達し
ます。
　神戸海洋博物館に展示される錨は「日本丸」で使用されて
いた右舷（右側）のもので、重さが3,240kgあります。この
錨と錨につながる錨鎖（びょうさ）によって海上で碇泊（てい
はく）することができます。

▪神戸海洋博物館に練習帆船「日本丸」（2代目）の錨
いかり

がお目見え
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●開館時間　10：00〜17：00（入館16：30まで）
●休 館 日　月曜日（月曜日が祝日の場合翌平日休館）、

年末・年始（12月29日〜1月3日）
●交　　通　【電車】

市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」から徒歩約10分／JR・阪神
「元町駅」から徒歩約15分／神戸高速（阪急・山陽）「花隈駅」
から徒歩約15分

【車】
山陽新幹線「新神戸駅」から車で約15分／阪神高速道路京橋
ランプから車で約5分／ハーバーハイウェイ新港ランプから車で
約5分（周辺に有料駐車場あり）

●入館料金

個人料金
一般団体

学校団体
15名
以 上

50名
以  上

大人
（高校生以上） 600円 550円 500円 高校生　200円

小人
（小・中学生） 250円 220円 200円 小・中学生 100円

カワサキワールド

▪ミニ鉄道フェスタ2019開催
　10月26日(土)、27日(日)、カワサキワールドにて、「ミニ鉄
道フェスタ2019 in 神戸メリケンパーク」を開催しました。
　今年は乗車券を500枚増加したこともあり、両日とも開館
前から乗車希望の方が入口で列を作り、２日間で2,850名のお
客様が来館され大盛況となりました。
　このイベントは、全国から集まった鉄道愛好家が自慢の蒸
気機関車や電気機関車など（約1/10サイズ）を持ち寄り、カワ
サキワールドの来館者に無料で体験乗車していただくものです。
　イベント当日は天候も良く、メリケンパーク内に敷かれた１周
約450mの特設道路をミニチュア列車で走行し、大人から子
供まで楽しい時間を過ごしていただきました。
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12月20日（金）より神戸－高知線が就航！
　12月20日(金)からフジドリームエアライン
ズによる神戸－高知線が１日２往復で就航し
ます‼
　高知県は、四国山地、四万十川や仁淀川、
太平洋の海と様々な自然にあふれ、大自然
を体験するアクティビティを楽しんだり、高
知城や龍河洞など多くの文化財に触れたりと、
様々な旅体験ができますよ！
　神戸空港からフライト時間は、高知空港へ
は約50分。朝夕２便で、観光やビジネスにま
すます便利な高知へぜひお出かけください。

便　名 神　戸 ➡ 高　知 便　名 高　知 ➡ 神　戸

821 7：05 ➡ 7：55 822 8：40 ➡ 9：25

827 18：20 ➡ 19：10 828 19：55 ➡ 20：40

◉2019年12月20日～2020年3月28日　高知線ダイヤ
にこ淵

さらに利便性の高い空港へ
　神戸空港は、10都市（札幌・仙台・茨城・松本・東京・出雲・
高知・長崎・鹿児島・沖縄）に就航しており、航空会社（スカ
イマーク・全日本空輸・AIRDO・
ソラシドエア・フジドリームエアラ
インズ）のご尽力により旅客数及
び搭乗率ともに順調に推移して
います。
　今後も、神戸空港がより一層
便利で魅力のある空港となるよ
う、運営者である関西エアポート
神戸株式会社とともに、引き続き
取り組んでまいりますので、ご理
解・ご支援を賜りますようお願い
いたします。
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◦ お問い合わせ先 ◦  神戸観光局 港湾振興部　☎（078）327‒8981

「2020年神戸港カレンダー」
  本誌読者プレゼント！
客船版（見本）神戸港に入港する船舶や

港の風景が満載の「2020
年神戸港カレンダー〔客船
版〕・〔商船版〕」（1部1,000
円）を各5名ずつ合計10名
様にプレゼント。ご応募は、
官製ハガキに、郵便番号・
住所・氏名・年令・電話番号
と、ご希望のカレンダーの
種類（商船または客船）を明
記し、〒650-0042 神戸市
中央区波止場町２番２号神
戸観光局 港湾振興部「港
の風」読者プレゼント係ま
でお申し込みください。締
め切りは、令和2年1月16日

（木）必着。※応募多数の
際は抽選。
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　関西国際空港まで約30分、海上ルートで渋滞のないベイ・シャトルを旅行や出張でご利用いただいていますが、
今回は、ベイ･シャトルに乗って楽しんでいただける日帰りプランを紹介します。

⃝お得な乗船券

往復運賃　　大人 3,060 円（小児1,530円）
日帰り往復　大人 2,510 円（小児1,260円）

⃝犬鳴山温泉　入浴＆温泉プラン

スタンダートプラン　 6,500円
デラックスプラン　 10,000円

ベイ・シャトル  お問合せ　神戸−関空ベイ・シャトル 電話予約センター
TEL：078-304-0033（9:00～18:00、年中無休）　https://www.kobe-access.jp/

1 関空を体感する！
　関空には、関空展望ホール
「スカイビュー」があり、普段
立ち入ることができないエリ
アを見学できる「わくわく関
空見学プランガイドツアー（予約要）」、5階スカイデッキはお
子様も楽しめる屋上公園があり、360°パノラマ展望で航空機
の離着陸が間近で楽しむことができ、また、フロア内の「スカイ
ミュージアム」ではフライトシミュレーターが体験できます。
　空と空港と飛行機を間近で体感できて、子どもから大人まで
楽しんでいただけます。
   https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/skyview/  

２ 自然を感じる！
　関空から車で約20分、
名勝「犬鳴山」にある温
泉郷では、ベイ・シャトル
往復乗船券付の日帰り入
浴＆昼食プランを用意し
ています。５名以上の利
用なら、関空⇔温泉郷は
無料送迎バスで移動もラ
クラク（２～４名の場合は、関空⇔ＪＲ日根野駅は各自で移動
してください）。また、森林浴やハイキングも楽しめます。

※「不動口館」「み奈美亭」の２館での実施となります。
▪不動口館  TEL072-459-7326  URL http://www.fudouguchikan.com/
▪み奈美亭  TEL0120-12-3731  URL http://www.minamitei.com/

神戸から船で行く！おすすめ日帰りプラン

ベイ・シャトル

プラン、価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。



「ラグビーワールドカップ2019TM」
メリケンパークでファンゾーン
in KOBE

2019年9月20日から11月2日まで行われ

たラグビーワールドカップ日本大会。日本

代表は大会ベスト8に入る活躍で、日本

中が盛りあがりました。全国12都市の会

場で開催され、神戸では、ノエビアスタ

ジアムで4試合が行われました。

期間中、メリケンパークには試合やラ

グビーの魅力を発信する「ファンゾーン」

がオープンし、Ｗ杯開催にあわせて神戸

に訪れた外国人らも含め、8万8,000人が

来場し、大いに賑わいました。

ファンゾーンは、神戸会場で試合が

あった4日間とその間の土日計8日間開

設。9月26日に行われたオープニング式

典では、消防艇の放水などで開幕を祝い

ました。

会場には、大型ビジョンで試合をライ

ブ観戦できるパブリックビューイング

ゾーン、出場国PRゾーン、競技を体験で

きるゾーン、「平尾誠二フィールド」など

が設置されていて、メリケンパークがラ

大会」が、2019年10月10日、メリケンパー

クで開催されました。

雲一つない澄み切った青空の下、神戸

港を職場とする港湾・倉庫業などの企業

から36名が出場。日頃それぞれの会社

で磨き上げたフォークリフトの技を披

露。また、港湾職業能力開発短期大学

校神戸校の学生2名がオープン参加しま

した。

競技は、2.5トン型フォークリフトによる

方向変換・屈折コースと、棒立てジグザ

グコースの2種目で、両競技の合計得点

から減点方式で競います。参加者は、延

べ1,500名ほどの観客に見守られなが

ら、「基本操作に忠実に」を忘れず、真

剣な様子で取り組んでいました。

  最優秀技能賞（5名）

氏　名 会社名 フォーク歴

隅田 武己 トレーディア㈱ ３年

佐藤 孝平 日本港運㈱ ３年

本岡 秀之 上津港運㈱ ３年

吉田 峻也 日本通運㈱神戸国際輸送支店 ５年

鈴木 暁道 日本包装運輸㈱ ４年

グビー一色に染まりました。

「平尾誠二フィールド」は、Ｗ杯の日本

誘致に尽力したラグビー元日本代表監

督、故平尾誠二さんの功績を紹介した

コーナー。神戸製鋼の黄金期を築き、「ミ

スターラグビー」とよばれる平尾さんの懐

かしい写真や映像が展示され、ファンら

を中心に、あらためて平尾さんに思いを

はせていました。

 

第35回神戸港フォークリフト
荷役技能向上大会開催

神戸港の優秀なフォークリフト荷役技

能をアピールするとともに、港湾労働災害

の防止へ寄与することを目的とした「第

35回神戸港フォークリフト荷役技能向上

メリケンパークに出現したファンゾーン

棒立てジグザグコース

オープニングを飾った消防艇の放水

方向変換・屈折コース
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練習帆船「海王丸」神戸入港

10月9日(水)から11日(金)の間、海の

貴婦人とも呼ばれる大型練習帆船「海

王丸」が神戸に寄港しました。

台風19号を避ける形で当初の予定を

急遽早めた入港となりました。

11日(金)には、新港第一突堤で出港セ

レモニーを行い、歓送あいさつや花束贈

呈、船長挨拶を行った後、多くの市民に

見送られながら神戸を旅立ちました。

灯台記念日に神戸港灯台めぐり

11月1日は日本初の洋式灯台である

「観音埼灯台」（神奈川県横須賀市）が

明治元年同日に起工された日で、海上保

安庁が「灯台記念日」と定めています。

これを記念し、灯台記念日に神戸港にあ

る灯台を遊覧船で巡るイベントが開催さ

れました。

当日、中突堤中央ターミナルでは、開

催に先立ち、神戸海上保安部 加瀬 和浩

部長が神戸海洋博物館マリンメイトの

吉村桃香さんを一日灯台長に任命。マリ

ンメイトは、一日、灯台に関する周知活

動を行いました。事前募集で集まった

111名の参加者は、遊覧船ファンタジー

号に乗り込み、灯台巡りの船旅へ。当局

の森田 潔 担当部長の解説を聞きながら

神戸港内にあるさまざまな灯台や海のみ

ちしるべを船上から見学しました。

見学した11の灯台のなかには、普段気

がつきにくいものや、歴史のあるものも

あり、参加者は神戸港の景観と、灯台の

魅力に触れるひとときを過ごしました。

神戸港振興倶楽部
会員向けセミナー

「働き方改革」を開催

神戸観光局港湾振興部では、11月6日

(水)「神戸港振興倶楽部」会員企業を

対象に第13回会員向けセミナーを三宮

研修センター・会議室において開催しま

した。

今回のテーマは、昨今クローズアップ

されている「働き方改革」で、講演は１部

『働き方改革関連法』、2部『健康経営が

会社を変える』の構成で、会員企業の総

務・人事担当者等45名が参加しました。

セミナー開講に先立ち、神戸観光局 

専務理事 清水雅範が挨拶し、このセミ

ナーは旧神戸港振興協会時代より、会

員企業向けに有益な情報提供する場と

して開催しており、今後も定期的に開催

したいと述べました。

１部の講師は、石川聡子氏（兵庫働き

方改革推進支援センター・社会保険労務

一日灯台長任命式

地元の幼稚園児もお見送り

解説に耳を傾けながら灯台を見学する参加者ら

1部講師　石川 聡子 氏

出港セレモニー
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士）で、働き方改革推進の社会背景、この

たび大幅に改正された労働基準法等の

概要、長時間労働の是正、多様で柔軟な

働き方の実現、雇用形態に関わらない公

正な待遇確保等について講演されました。

また、2部講師は、賀川寛之氏（東京

海上日動火災保険(株)関西公務金融

部）で、会社の成長には従業員と家族の

健康が不可欠であり、健康経営の必要

性・メリット、企業の取り組み事例、経営

者・管理監督者・従業員の三位一体で取

り組む「健康経営優良法人認定制度」

（経済産業省所管）等について講演さ

れました。

講演終了後の質疑応答では、参加者

から従業員の勤務時間のシフト制・超過

勤務申請方法等について質問があり、本

テーマに対する関心の高さがうかがえま

した。

神戸港最大級の
新造タグボート竣工

港湾で船舶の着岸、離岸を補助するな

どの役割をするタグボートの新造船が12

世界初の液化水素運搬船
進水式

新しいエネルギーの選択肢として注目

されている「水素」を液体状にして海上

輸送する世界初の液化水素運搬船「す

いそ ふろんてぃあ」の命名・進水式が

12月11日に、川崎重工業神戸工場で行

われました。

液化水素運搬船は、水素ガスをマイナ

ス253℃に冷却し、気体の800分の１の体

積になった液化水素を輸送する船。「す

いそ ふろんてぃあ」は、2020年頃竣工の

予定で、オーストラリアで製造された液化

水素を日本へ輸送します。

当日は、関係者や来賓、市民の方々な

ど約4,000人が新しい船が海上に浮かぶ

姿を見守りました。

月9日、神戸港に初入港しました。

早駒運輸が令和になって初めて新造

した「早令丸」で、入港する船舶の大型

化が進むなか、1987年に竣工した2,600

馬力型タグ「早風丸」の代替船として建

造されました。

同日行われた歓迎セレモニーでは、神

戸海洋博物館マリンメイトの中村香緒里

さんから、早駒運輸の渡辺真二社長に

花束を手渡し、神戸市港湾局の辻英之

局長が岡本大介船長に記念盾を贈呈し

ました。神戸観光局港湾振興部 清水雅

範専務理事からは、「PORT OF KO

BE」のアポロキャップを贈呈しました。

渡辺社長へ花束贈呈

液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」

多くの人々に見送られ進水

２部講師　賀川 寛之 氏 早令丸

15
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兵庫県港運協会

会　長　　久　保　昌　三
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センター５階）

電　話　０７８（８０２）１８４０
ＦＡＸ　０７８（８０２）１８７６

兵庫県倉庫協会

会　長　　若　松　康　裕
〒651-0086  神戸市中央区磯上通７丁目１番８号（三宮プラザWEST７階）

電　話　０７８（２３０）２３５１
ＦＡＸ　０７８（２３０）２３７１

神戸旅客船協会

会　長　　加　藤　琢　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番６号（中突堤旅客ターミナル２階）

電　話　０７８（３３１）７６６９
ＦＡＸ　０７８（３３４）１５９０

神戸海運貨物取扱業組合

理事長　　須　藤　明　彦
〒650-0041  神戸市中央区新港町14番１号（生活用品振興センター内）

電　話　０７８（３３１）２９７３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）０６２５

神戸港沿岸荷役業会

会　長　　田　中　　孝
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センター511

電　話　０７８（８０１）６１１１
ＦＡＸ　０７８（８０１）６０１１

神戸船内荷役協会

会　長　　青　井　清　一
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）２４１８
ＦＡＸ　０７８（３７１）５３４８

一般社団法人 兵庫県トラック協会

会　長　　福　永　征　秀
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号

電　話　０７８（８８２）５５５６
ＦＡＸ　０７８（８８２）５５６５

神戸港はしけ運送事業協同組合
最高顧問　　向　井　隆　一
代表理事　　隅　田　　等　

〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭一番地（摩耶業務センタービル 4 階）
電　話　０７８（８８２）９０００
ＦＡＸ　０７８（８８２）９００２

兵庫県冷蔵倉庫協会

会　長　　中　川　　亨
〒650-0023　神戸市中央区栄町通３丁目６番７号（大栄ビル５F）

電　話　０７８（３３３）０２０４
ＦＡＸ　０７８（３３３）０２０５

神戸港関連事業協会
名誉会長　　坂　部　貞　二
会　　長　　西　川　幸　夫

〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センタービル５階）
電　話　０７８（８０２）５５４５
ＦＡＸ　０７８（８０２）５５０５

・海技教育支援事業・奨学金事業
・帆船海王丸体験航海事業・海洋教室 等

公益財団法人 海技教育財団
会　長　　朝　倉　次　郎

〒102-0093　東京都千代田区平河町２丁目６番４号
電話 ０３（３２８８）０９９１　URL http://www.macf.jp

公益社団法人 神戸港湾教育訓練協会

会　長　　佐　伯　邦　治
〒650-0045　神戸市中央区港島８丁目11番３

電　話　０７８（３０３）００１５
ＦＡＸ　０７８（３０３）０２７２

（順不同）

一般社団法人 ウォーターフロント協会
会　長　　金 　 澤 　 　 寛

〒108-0023　東京都港区芝浦３丁目11番９号（武藤ビル３F）
電　話　０３（３４５３）４１９１
ＦＡＸ　０３（３４５３）０２５２
ＵＲＬ　www.waterfront.or.jp

一般財団法人 神戸港湾福利厚生協会
理事長　 青　井　清　一

〒650-0041　神戸市中央区新港町５番２号
神戸ポートオアシス５Ｆ

電　話　０７８（３９１）０９３９
ＦＡＸ　０７８（３９１）０９４９
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植物検疫のご相談は当会へ

KPQA 一般社団法人 神戸植物検疫協会
会　長　　足　立　　剛

〒650-0024　神戸市中央区海岸通８番（神港ビル４階）
電話 ０７８（３２１）００８１代表／FAX ０７８（３９１）４６６４代表
URL www.kobe-shokken.or.jp

一般社団法人 日本油料検定協会

会　長　　袴　田　泰　三
〒658-0044　神戸市東灘区御影塚町１丁目２番15号

電　話　０７８（８４１）４９９０
ＦＡＸ　０７８（８４１）５１１４

神戸航空貨物ターミナル株式会社

代表取締役社長　中　川　德一郎
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目16番地

電　話　０７８（８５８）１５００
ＦＡＸ　０７８（８５８）１５０１

代表取締役社長　外　園　賢　治
〒651-0087　神戸市中央区御幸通８丁目１番６号

電　話　０７８（８５５）２２１５
ＦＡＸ　０７８（８５５）３９６０

会　長　 青　井　清　一
〒650-0045　神戸市中央区港島３丁目５番

電　話　０７８（３０２）５２６１
ＦＡＸ　０７８（３０２）５２５６

代表取締役社長　井　本　隆　之
〒650-0035　神戸市中央区浪花町59番地（神戸朝日ビルディング）

電　話　０７８（３２２）１６００代表
ＦＡＸ　０７８（３２２）１６２０

帆船みらいへ
一般社団法人 グローバル人材育成推進機構

代表理事　鹿　島　義　範
〒650-0023　神戸市中央区栄町通３丁目５番４号

ポイントタワーマンション800号室
電　話　０７８（３８１）７０７９
ＦＡＸ　０７８（３８１）７０６３

一般財団法人 サニーピア医療保健協会

理事長　　久　保　昌　三
〒650-0042　神戸市中央区波止場町３番12号

電　話　０７８（３３１）６１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）８６２１

株式会社 イナガワ運輸事業部
近畿運輸局認証工場
株式会社 イ ナ ガ ワ 整 備

代表取締役　稲 　 川 　 　 明
神戸本社　〒652-0845  神戸市兵庫区築地町６番32号
電　　話　０７８（６７２）１２１２  ＦＡＸ ０７８（６７２）１６１６
携帯 090（9046）1055  E-mail akira@inagawaunyu.com

神戸地下街株式会社
代表取締役社長

佐　藤　一　郎
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目10番１号

電　話　０７８（３９１）４０２４代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）５１８５　　

日本代表　藤　江　成　宏

〒141-0032　東京都品川区大崎１丁目11番２号（ゲートシティ大崎イーストタワー８階）
電　話　０３（３４９３）６００１　ＵＲＬ  www.oocl.com/japan/jpn/

株式会社 神戸クルーザー

代表取締役社長　三　石　　孝
〒 650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目６番１号

電　話　０７８（３６０）５６０１
ＦＡＸ　０７８（３６０）５６７８

ジャンボフェリー株式会社

代表取締役社長　山　神　正　義
〒650-0041　神戸市中央区新港町３番７号

電　話　０７８（３２７）３１１１
ＦＡＸ　０７８（３９１）３０２０

株式会社 第一コンピュータリソース

取締役　林　　恒　正
〒541-0052　大阪市中央区安土町２丁目３番１３号（大阪国際ビル６F）

電　話　０６（６２７１）２８７７
ＦＡＸ　０６（６２７１）２８８０
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株式会社 後藤回漕店

代表取締役社長　後　藤　　　史
〒650-0024　神戸市中央区海岸通３丁目２番１号

電　話　０７８（３２１）２１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）４５８１

株式会社 大森廻漕店

代表取締役社長　須　藤　明　彦
〒650-0031　神戸市中央区東町123番地の１

電　話　０７８（３９１）７２０１
ＦＡＸ　０７８（３３２）６２６４

    川西倉庫株式会社
代表取締役社長　若　松　康　裕

〒652-0831　神戸市兵庫区七宮町１丁目４番16号
電　話　０７８（６７１）７９３１
ＦＡＸ　０７８（６７１）６５２６

甲陽運輸株式会社

代表取締役社長　田 　 岡 　 　 龍
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）８７７２
ＦＡＸ　０７８（３４１）０９４０

石光商事株式会社

代表取締役　石　脇　智　広
〒657-0856　神戸市灘区岩屋南町４番40号

電　話　０７８（８６１）７７９１

森本倉庫株式会社

代表取締役社長　森　本　真　弥
〒651-0086　神戸市中央区磯上通２丁目２番21号（三宮グランドビル）

電　話　０７８（２３１）４９５１
ＦＡＸ　０７８（２３２）４０４３

代表取締役社長　深　井　義　博
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通４丁目１番11号

電　話　０７８（２７１）５１１０
ＦＡＸ　０７８（２７１）５２０９

宮崎カーフェリー株式会社

代表取締役社長　穐 永　一　臣
〒880-0858　宮崎市港 3-14

電　話　０９８５（２９）８０１０
ＦＡＸ　０９８５（３１）６０５７

神戸ベイクルーズ株式会社

代表取締役　小　嶋　光　信
〒650-0042　神戸市中央区波止場町７番１号

電　話　０７８（３６０）００３９
ＦＡＸ　０７８（３６０）００３８

日中国際フェリー株式会社

代表取締役社長　村　上　光　一
〒550-0013　大阪市西区新町１丁目８番６号（三愛ビル２階）

電話 ０６（６５３６）６５４１　ＦＡＸ ０６（６５３６）６５４２
URL www.shinganjin.com

五洋港運株式会社

代表取締役社長　東　口　正　秀
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭２番地１

電　話　０７８（８６２）５４３４
ＦＡＸ　０７８（８０５）５４２１

株式会社 ウシオ

代表取締役　牛　尾　憲　二
〒652-0813　神戸市兵庫区兵庫町２丁目３番27号

電　話　０７８（６５２）２０６５
ＦＡＸ　０７８（６５２）２０７０

株式会社　築 港
代表取締役社長　瀬戸口　仁三郎

〒650-0024　神戸市中央区海岸通３番地
（シップ神戸海岸ビル12階）

電　話　０７８（３９１）６６８０
ＦＡＸ　０７８（３９１）６６７４

中央港運株式会社
代表取締役会長　隅　 田　　 等
代表取締役社長　向　井　一　雄

〒650-0024　神戸市中央区海岸通４丁目３番７号
電　話　０７８（３５１）０５４１
ＦＡＸ　０７８（３４１）２６４３
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神戸フェリーバス株式会社

代表取締役　山　神　正　義
〒650-0045　神戸市中央区港島９丁目１番地

電　話　０７８（３０２）８２００
ＦＡＸ　０７８（３０２）８２０２

村上商事株式会社

代表取締役　 村　 上　　 功
〒652-0897　神戸市兵庫区駅南通２丁目１番34号

電　話　０７８（６８１）１１３３㈹
ＦＡＸ　０７８（６５１）１３１５　

早駒運輸株式会社

代表取締役社長　渡　辺　真　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番４号

電　話　０７８（３２１）０１５１
ＦＡＸ　０７８（３２１）０５８３

金川造船株式会社

代表取締役社長　生　駒　剛　人
〒650-0872　神戸市兵庫区吉田町３丁目７番28号

電　話　０７８（６８１）４６１１
ＦＡＸ　０７８（６７１）０１１２

川崎重工業 株式会社

代表取締役社長執行役員　金　花　芳　則
〒650-8680　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

電　話　０７８（３７１）９５３０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６８９

代表取締役社長　福　島　賢　一
〒650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

（神戸クリスタルタワー11F）
電　話　０７８（３６０）８６９０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６９２

本社/西日本営業部  大阪営業所
〒563-0035　大阪府池田市豊島南２丁目176番１号

電　話 072（762）7481  ＦＡＸ 072（762）5482

総合建設業
株式会社 秋山組

代表取締役　秋　山　泰　行
取　締　役　秋　山　真朱美

〒653-0044　神戸市長田区南駒栄町１番15号
電　話　０７８（６４１）４４５５代表
ＦＡＸ　０７８（６４１）２４２８　　

簡易組立式浮桟橋「ゼニフロートX」レンタル取扱しております。
使用例・橋梁点検の足場

・小型船、ボート等の仮係留施設
・イベント用ステージ、遊歩道…etc.

創業昭和12年

取締役社長　溝　口　昌　宏
〒653-0811　神戸市長田区大塚町３丁目１番15号

電　話　０７８（６３１）７６７６
ＦＡＸ　０７８（６３１）２５１１
http://mizoguchi-kjp/

寄神建設株式会社
取 締 役 会 長　寄 神  茂 之
代表取締役社長　寄 神  正 文

〒652-0831　神戸市兵庫区七宮町２丁目１番１号
電　話　０７８（６８１）３１２０
ＦＡＸ　０７８（６８１）１８８２

神鋼不動産株式会社

代表取締役社長　花　岡　正　浩
〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号

電　話　０７８（２６１）２１２１
ＦＡＸ　０７８（２６１）２１４０

阪神高速サービス株式会社

代表取締役社長　増　田　竹　義
〒550-0004　大阪市西区靱本町１丁目11番７号（信濃橋三井ビル内）

電　話　０６（６４４８）２１２０
ＦＡＸ　０６（６４４８）２１３０

東運サービス株式会社
三菱ロジスネクスト株式会社特約店
三井住友海上火災保険代理店

代表取締役社長　織
ODA

田　壽
HISAO

男
本　　社　〒650-0041 神戸市中央区新港町10番３号

電話 ０７８（３２１）３６３６　ＦＡＸ ０７８（３２１）０１９１
http://www.to-un.co.jp

代表取締役

藤　惠　まもる

Autoterminal Japan 株式会社
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭１番
電話０７８-８０５-２５５０  ＦＡＸ０７８-８０５-２７５０
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衛生移動建物

〒564-0063　吹田市江坂町５丁目６番10号
電　話　０６（６３６９）０１１１㈹
ＦＡＸ　０６（６８２１）０８８８　

各種建設機械販売・輸出業
大永商事株式会社
代表取締役　大　永　青　龍

〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目７番
電 話 ０７８（８５８）０９８０／ＦＡＸ ０７８（８５８）０９３１
URL http://www.onagashoji.co.jp

株式会社

代表取締役　井　上　吾　郎
〒653-0022　神戸市長田区東尻池町９丁目１番20号

電　話　０７８（６５２）０５３８代表
ＦＡＸ　０７８（６５２）０５３９　　

有限会社　エースガード
あらゆる生活シーンで安心と安全を提供したい
それが私たちエースガードのテーマです。
〒657-0027　神戸市灘区永手町２丁目２番17号	リダイ六甲1F

電　話　０７８（８２２）３３３９
ＦＡＸ　０７８（８２２）２２２４

株式会社 徳商事

代表取締役社長　相　原　大　介
〒140-0013　東京都品川区南大井３丁目33番10号 NORIビル7Ｆ

電話 ０３（５７６３）８１８１　ＦＡＸ ０３（５７６３）８１８２
http://www.norico.jp

ポート産業株式会社

代表取締役　長　谷　一　俊
〒658-0027　神戸市東灘区青木１丁目２番１号

電　話　０７８（４５２）１６２１
ＦＡＸ　０７８（４５２）１６２２

株式会社 ディスプレイミワボシ

代表取締役　池　田　長　雄
〒652-0803　神戸市兵庫区大開通３丁目１番２１号

電　話　０７８（５７６）６６６６
ＦＡＸ　０７８（５７９）０００６

株式会社ＨＡＡ神戸

代表取締役　安　藤　之　弘
〒651-0082　神戸市中央区小野浜町21番１号

電　話　０７８（３２６）５５６６
ＦＡＸ　０７８（３３２）２１２３

株式会社 神警エンタープライズ

代表取締役　向　井　一　雄
〒650-0041　神戸市中央区新港町４番５号（１階北側）

電　話　０７８（３３２）３５２３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）３５３０　　

株式会社 新神戸セキュリティ

代表取締役　竹　内　勇　二
〒658-0027　神戸市東灘区青木１丁目２番１号

電　話　０７８（４３６）７２５５
ＦＡＸ　０７８（４３６）７２７５

神戸国際ステージサービス株式会社

代表取締役　井　上　隆　文
〒652-0087　神戸市西区見津が丘１丁目16番２号

電　話　０７８（９９４）１８５５
ＦＡＸ　０７８（９９４）１８５６

消防設備全般　一般電気工事　設計・施工・保守・販売

有限会社  安藤防災
代表取締役　安　藤　三　男

〒652-0802　神戸市兵庫区水木通５丁目２番２号
電話 ０７８（５７９）３７２１　ＦＡＸ ０７８（５７９）３７２２

E-mail info@ando-bousai.co.jp

A
ア ー テ ィ

RTY K
コ ウ ベ

OBE 株式会社
代表取締役社長　多　田　眞智子

〒650-0003　神戸市中央区山本通２丁目９番15号
電　話 078（222）1130㈹　ＦＡＸ 078（222）1163
ＵＲＬ www.security-jas.co.jp/
E-mail:office@security-jas.co.jp
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 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

総支配人　松 　 岡 　 　 正
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５−６

電　話　０７８（３２５）８１１１
ＦＡＸ　０７８（３２５）８１０６

ホテルエリアワングループ

エリアワンエンタープライズ株式会社
代表取締役　岡　 新 之 助

〒541-0059　大阪市中央区博労町１丁目２番１号オーセンティック東船場Ⅱ701号
電　話  ０６（６２６１）７００１　ＦＡＸ  ０６（６２６１）７００２

ＵＲＬ  www.hotel-areaone.com/ 

株式会社 ライフェック
代表取締役　政　次　　　弘
常務取締役　政　次　幸太郎

〒652-0862　神戸市兵庫区上庄通２丁目１番５号（阪急堂パレス２Ｆ）
電話 ０７８（６５２）０４５５  ＦＡＸ ０７８（６５２）１０００

ＵＲＬ http://www.lifec.jp/

株式会社 ラスイート　代表取締役社長
関　寛 之

ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド　〒650-0042 神戸市中央区波止場町７番２号
電話 078（371）1111　FAX 078（371）1110

神戸みなと温泉  蓮 　　　　　　 〒650-0041 神戸市中央区新港町１番１号
電話 078（381）7000　FAX 078（381）7009

ラ･スイート神戸オーシャンズガーデン    〒650-0041 神戸市中央区新港町１番２号
電話 078（381）7777　FAX 078（381）7700

株式会社 ホテルオークラ神戸

代表取締役社長　石　 垣　　 聡
〒650-8560　神戸市中央区波止場町２番１号

電　話　０７８（３３３）０１１１
ＦＡＸ　０７８（３３３）６６７３

Kiss FM KOBE
兵庫エフエム放送株式会社
代表取締役社長　横　 山　　 剛

〒650-8589　神戸市中央区波止場町５番４号
電　話　０７８（３２２）０８９９
ＦＡＸ　０７８（３２２）１００８

関西支局　〒530-6109　大阪市北区中之島３丁目３番23号
電　話　０６（６４４８）３６９１　ＦＡＸ　０６（６４４８）７７４９

日本新聞協会会員

山陽電鉄グループの人材派遣会社
株式会社 日本ワークシステム

取締役社長　中　村　豊　之
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目５番１号（銀泉三宮ビル５階）

電　話　０７８（３３５）５６２３
ＦＡＸ　０７８（３９３）１８８７

株式会社 ナガサワ文具センター

代表取締役　長　澤　宗　弘
〒650-0033　神戸市中央区江戸町93（栄光ビル７階）

電　話　０７８（３２１）５６００
ＦＡＸ　０７８（３２１）５２１４

福田印刷工業株式会社
代表取締役　椎　名　高　久

〒658-0026　神戸市東灘区魚崎西町４丁目６番３号
電　話　０７８（８１１）３１３１
ＦＡＸ　０７８（８５１）８４４３
ＵＲＬ　www.fukuda-p.co.jp

編集・グラフィックデザイン

代表取締役　鈴　 田　　 聡
〒650-0022　神戸市中央区元町通３丁目５番２号401

電　話　０７８（３３５）５９６５
ＦＡＸ　０７８（３３２）３４１５
http://kutouten.co.jp/



2019年（令和元年）神戸港10大ニュース
（一社）神戸港振興協会が解散、新たに（一財）神戸観光局港湾振興部として再スタート

2019年の客船初入港及び初の試み

国際航路協会(PIANC)2019年年次総会、ポートオーソリティーズ・ラウンドテーブル(PAR)の開催

神戸空港の規制緩和

ポーアイしおさい公園「BE KOBE」モニュメント設置

神戸港初のLNGバンカリングを実施

ラグビーワールドカップ メリケンパークでパブリックビューイングを設置

高潮等に備え「神戸港防災ポータルサイト」を開設

港湾技能研修センター（神戸）が本格的に開所

世界初の液化水素運搬船、命名・進水式の開催

4月1日

4月〜8月

5月11日

7月8日

9月18日

9月26日〜10月8日

9月27日

10月1日

12月11日

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

神戸港の発展を促進する推進母体として1958年9月に設立された「（一社）神戸港振興協会」は、2019年4月1日に「（一財）神
戸観光局」と合併し、「（一財）神戸観光局 港湾振興部」として再スタートした。両法人の合併は、観光と港湾関連のネットワー
クを互いに活用し、より効果的な観光振興などに結びつけるのがねらいで、今後も神戸港の繁栄を目指した事業を展開していく。

神戸港には2019年、6隻の客船初入港があった。4月「WESTERDAM」・「EXPLORER DREAM」、5月「EUROPA2」・
「SILVER EXPLORER」、6月「SPECTRUM OF THE SEAS」、8月「MAASDAM」。また、JTBが「SUN PRINCESS」
をチャーターして初めての118日間の世界一周クルーズを実施、4月12日に神戸港から出航した。

6月に、港湾・航路に関する調査研究を行う「国際航路協会」の年次総会が日本で15年ぶりに開催され、、アジアに
おける海運・水運の振興と沿岸域における災害対策に関する決議文が採択された。また、10月には、「ポートオーソリティー
ズ・ラウンドテーブル」が日本で初めて開催され、シンガポールなど、9ヶ国から世界の主要な15港湾の局長らが集まり、港湾の
デジタライゼーションや環境について情報交換を行った。

5月11日の関西３空港懇談会にて、短期的な取組みとして神戸空港の発着枠拡大、運用時間の段階的拡大の合意がなされた。
これを受け、スカイマークでは8月1日から茨城便、10月27日から鹿児島便が増便、また、フジドリームエアラインズでは10月27
日から松本・出雲便、12月20日から高知便が新規就航した。

ポーアイしおさい公園の魅力的なウォーターフロント空間を内外に広く発信していくことを目的に、メリケンパークで好評を博
している「BE KOBE」ロゴを取入れた新たなモニュメントを設置した。また、海辺のロケーションを最大限活用した賑わい施
設「ララシャンス神戸」がオープンした。

神戸港において、船舶へのLNG燃料供給体制の構築に取り組むべく、新港第4突堤でタンクローリーから船舶へ燃料供給を
するLNGバンカリング※のトライアルを実施した。神戸港でのLNGバンカリングは、初めてのことで、安全な燃料供給が可能で
あることが確認できた。（※）LNGバンカリング：船舶燃料としてLNG（液化天然ガス）を供給すること。

神戸メリケンパークでは、「ラグビーワールドカップ 2019™日本大会ファンゾーン in 神戸」が9月26日～10月8日の内8日間開催
された。ファンゾーンでは、試合のパブリックビューイングが楽しめる大型ビジョン、ステージイベント、ラグビー体験コーナー、
飲食ブース等が設置され、市民のほか、大勢の外国人や観光客で賑わった。

2018年9月の台風第21号では、神戸港において、観測史上最高となる潮位を記録し、沿岸地域を中心に多数の被害が発生した。
今後の防災行動に役立てるため、新たに魚崎浜町に設置した潮位情報や防潮鉄扉の開閉状況、海面のライブカメラ映像など、
必要な情報を分かりやすく発信する“神戸港防災ポータルサイト”を開設した。

全国の在職港湾労働者の技能の資格取得、能力開発・向上を図ることを目的とした「港湾技能研修センター（神戸）」が、本
格的に開所した。港湾荷役機械の近代化・多様化等に対応するため、愛知県豊橋市から神戸市に移転拡充したものである。

12月11日、川崎重工業神戸工場において、世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の命名・進水式が行われた。本
船は、マイナス253℃の液化水素を、安全かつ大量に長距離海上輸送するために開発されたもので、令和2年秋頃に竣工の予定。

6月3〜7日、
10月16日
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